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第１５回『木と合板
ごうはん

』写真コンテスト 企画書 

 

◆開催趣旨 

木は製材や合板などに加工し住宅や家具・おもちゃなどに使われています。木材利用推進は日本の林業

活性化だけでなく、地球温暖化防止にもつながります。また、木の温もりは五感を使って私たちの心も癒し

てくれます。無駄なく使えるエコな資源であり、私たちの生活を支えてくれる欠かせない材料です。そこで、

身近にある｢木｣や｢合板｣などと人との関わりに改めて目を向けてもらうために『木と合板』写真コンテストを

開催いたします。 

 

◆募集テーマ「木と人とのつながり」 

学校や市民ホールといった公共建築物や住宅などの建物、橋や門などの建築物に使われている 

｢木｣ や ｢合板｣をとらえた写真や、木と人とのつながりをとらえた写真を対象  

 

◆作品募集期間 

   2023年 7月 1日（土）～8月 31日（木） 

 

◆応募資格 

日本在住者のみ。年齢・国籍は問わないが、プロは不可。 

 

◆応募作品 

(1) 応募は 1人 2作品まで 

(2) デジタル画像のみ 

（2MB以上の JPEG形式、1 メール 5MB 以上の作品はオンラインストレージサービスをご利用ください） 

(3) 過去 3年以内(2020年以降)に応募者本人が撮影した、応募者本人が著作権を有する作品に限る 

(4) 1データ 1作品として応募。軽微な補正は可とするが、修正・合成等の加工は不可。 

(5) 他のコンテスト等に応募中または応募予定、あるいは過去に応募または入選した作品は応募不可 

(6) 人物が写っている場合、必ず本人(被写体)の承諾を得ること。未成年の場合は、必ず親権者の承諾を得ること 

 

◆応募方法 

応募期間内に web よりご応募いただくか、メール本文に必要事項をご記入の上、JPEG 形式の作品を添

付しご応募ください。なお、webよりご応募いただく場合には googleアカウントへのログインが必要です。 

①web応募 

ホームページ（https://www.woodmuseum.jp/photo-con/）内の応募フォームよりご応募ください。 

※googleアカウントへのログインが必要です。 

②メール応募 

メール本文に必要事項をご記入の上、件名を「木と合板写真コンテスト応募」 とし、

photocon@woodmuseum.jpへお送りください。 
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＜必要事項＞ 

①作品のファイル名、②タイトル、③作品の説明、④撮影場所、⑤撮影年月、⑥応募者氏名ふりがな、⑦年齢、 

⑧職業(学年)、⑨会社名(学校名)、⑩郵便番号・住所、⑪電話番号、⑫カメラの機種名、⑬アンケート(応募のき

っかけ①来館、②当館HP、③知人の紹介、④公募サイト、⑤雑誌(雑誌名)、⑥チラシ・ポスターをみて(場所)、⑦その他（内容）)  

 

◆お問い合わせ先 

〒136-8405東京都江東区新木場 1-7-22 新木場タワー4階 木材・合板博物館 

｢木と合板写真コンテスト｣事務局   E-mail：photocon@woodmuseum.jp 

  写真コンテスト特設サイト https://www.woodmuseum.jp/photo-con/ 

 

◆賞（予定） 

林野庁長官賞（大賞） 1点 賞状 ・ 副賞（ 5万円の商品券 ） 

優秀賞 1点 木の賞状 ・ 副賞（ 2万円の商品券 ） 

建材賞 1点 木の賞状 ・ 副賞（ 1万円の商品券 ） 

木質素材賞 1点 木の賞状 ・ 副賞（ 1万円の商品券 ） 

ネイチャー賞 1点 木の賞状 ・ 副賞（ 1万円の商品券 ） 

ライフ賞 1点 木の賞状 ・ 副賞（ 1万円の商品券 ） 

理事長特別賞 1点 木の賞状 ・ 副賞（ 5千円の商品券 ） 

特別審査員賞 1点 木の賞状 ・ 副賞（ 5千円の商品券 ） 

佳  作 5点 木の賞状 ・ 副賞（ 2千円の商品券 ） 

学生奨励賞 

（高校生以下対象） 

3点 木の賞状 ・ 副賞（ 5千円の図書カード ） 

 

◆審査方法・展示期間 

(1) 第一次選考 ： 9月上旬 写真コンテスト選考委員による選考 

(2) 一次通過作品展示 ： 9月16日（土）～9月30日（土） 

作品展示場所 ： 新木場タワー１階エントランスギャラリー 

(3) 第二次選考 ： 10 月中旬 写真コンテスト選考委員と外部審査員による選考 

(4) 入賞者決定 ： 10月下旬 写真コンテスト選考委員と特別審査員の吉田繁氏による選考 

(5) 入賞作品展示 ： 11月4日（土）～11月23日（木） 

作品展示場所 ： 新木場タワー4階ギャラリー 

 

◆結果発表 2023年 10月 31日（火） 

当館ホームページ（https://www.woodmuseum.jp）にて発表。 また、入賞者には E メールにて通知。 

 

※変更となる場合がございますので、ご了承ください。 
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◆注意事項 

(1) 他人の著作権・肖像権を侵害する行為が行われた場合、事務局は一切の責任を負いません。 

(2) 入賞決定後に違反が判明した場合、入賞を取り消す場合がございます。 

(3) 応募における個人情報の取り扱いについては、写真コンテストを含めた（公財）PHOENIXが行う事業に必要 

な範囲でのみ使用いたします。第三者への提供はいたしません。 

(4) 応募作品の著作権は撮影者に帰属します。ただし、入賞作品については、（公財）PHOENIXが写真コンテストを 

含めた事業の広報・宣伝物に無償で掲載をする権利を有するものとします。また、掲載する場合には入賞者の 

作品名とお名前は公表いたします。 

(5) 応募にかかる費用は応募者の負担となります。 

(6) 事務局により応募作品が公序良俗に反していると認められる場合や、第三者の誹謗中傷・プライバシーの 

侵害、または法令等に違反する恐れがあると判断される場合は失格となります。 

 

◆主催   

  木材・合板博物館 （ 公益財団法人 PHOENIX ） 

 

◆昨年度 協賛企業・団体 

石巻合板工業（株） 伊藤忠建材（株） イヌイ（株） 岩田機械産業（株） 

（株）ウッドワン MGCウッドケム（株） （株）オーシカ 協同組合オホーツクウッドピア 

（株）キーテック （株）KEY BOARD キクカワエンタープライズ（株） クロカワベニヤ（株） 

（株）斎藤材木店 （株）札幌ベニヤ商会 （株）ＪＫ ＣＡＲＧＯ ＪＫＩ（株） 

ジャパン建材（株） 杉本興業（株） 住友林業（株） 双日建材（株） 

大建工業（株） （株）ダイコク （株）太平製作所 ダンドリビス（株） 

中国木材（株） 通商（株） ティンバラム（株） トップ建材（株） 

（株）ハウス・デポ・ジャパン パナソニックハウジングソリューションズ（株） 物林（株） 

ボード（株） 丸玉木材（株） （株）ミトモク （株）ミナミ 

（株）名東木材 （株）名南製作所  吉野石膏（株）  

 

◆昨年度 後援団体 

林野庁 日本合板工業組合連合会 日本合板商業組合 一般社団法人日本木材学会 

 

◆昨年度 掲載誌・案内掲示等   

雑誌・会員誌（林政ニュース第 683号） 

東京観光情報センター（東京都庁、京成上野駅、羽田空港(第 3 ターミナル)、バスタ新宿、多摩(エキュート立川)） 

公募サイト（公募ガイド ONLINE、登竜門、COMPE NAVI、CAPA CAMERA WEB、フォトカルチャー倶楽部、

日本写真企画フォトコン、公募ストック、Skillots、エントリースタジアム、チャレ得情報） 

写真甲子園出場高校（全国 約 700校） /   近隣施設・博物館・森林林業関連学校（約 300施設） 
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◆昨年度 案内掲示等   

入賞作品展示 / 林野庁 7階中央展示（2022年 1月 11日～1月 21日） 

 

◆特別審査員 吉田繁氏（プロ巨樹カメラマン） 略歴◆ 

1958 年東京生まれ。広告・PR 誌・雑誌など撮影をするかたわら 1990 年頃から巨樹を中

心に世界中の自然の写真を撮り続けている。 

近年は海外の美術館での個展の開催などを通して、国際交流、文化交流に力を入れてい

る。 

 

≪受賞歴≫  

1991～99年 全国カレンダー展   

 ・通産大臣賞 ・大蔵省印刷局局長賞 ・日本商工会議所会頭賞 

 ・日本マーケティング協会賞 ・通産省生活産業局長賞 ・特別部門賞 

 ・日本貿易振興会賞ほか各賞を連続受賞  

1994年 ・講談社『月刊現代』雑誌広告賞 銀賞  

 ・ワルシャワ ポスタービエンナーレ展入賞  

1995年 ・ニューヨークフェスティバルインターナショナルズプリントメディアコンペティションブロンズ賞 

2000年 ・東京新聞カラー広告大賞多色カラー広告部門 入選 (シチズン時計) 

2022年 ・日本経済新聞 15段全国版 日経広告賞、優秀賞を受賞 

≪活動≫  

2022年 2月 9日～18日  ロシア ノヴォシビルスクの White Galleryでの個展 

2022年 6月 23日～9月 25日 

ロシア クラスノヤルスクの Ploshchad’ Mira, a Contemporary Art Museum での個展 

2022年 10月 1日～7日  東京 六本木のストライプハウスギャラリー での個展 

2022年 11月 8日～13日  キルギスタン国立歴史博物館での個展と講演 

2022年 11月 10日～20日 カザフスタンの ALMATY GALLERYでの個展と講演 

2022年 11月 18日～27日 ウズベキスタンの National Art Museum of Uzbekistan での個展 

 
お問い合わせ 

木材･合板博物館 （公益財団法人ＰＨＯＥＮＩＸ） 

〒136-8405 東京都江東区新木場 1-7-22 新木場タワー4階 

TEL ： 03-3521-6600  FAX ： 03-3521-6602 

E-mail   ： photocon @woodmuseum.jp 

HP     ： https://www.woodmuseum.jp 

開館時間 ： 10:00 ～ 17:00 （最終入館は 16:30まで） 

入館料   ： 無料 

休館日   ： 月・火曜日、祝日、夏期休暇、年末年始 


